
結果報告書 

［中水ご提供］ 丸の内熱供給株式会社：1,100 ℓ、株式会社 東京国際フォーラム：1,000 ℓ 
          ※中水協力 ： 物産不動産株式会社 

実施概要 

［期 間］ 2012年7月27日（金）～8月31日（金） 

［主 催］ 打ち水プロジェクト実行委員会 

  環境省／東京都／千代田区 
  一般社団法人 大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会 
  一般社団法人 大丸有環境共生型まちづくり推進協会 
  ＮＰＯ法人 大丸有エリアマネジメント協会 
  有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会 
 

［協 賛］ 三菱地所株式会社、東京ガス株式会社、株式会社大林組、鹿島建設株式会社、清水建設株式会社 

 大成建設株式会社、株式会社東京国際フォーラム、戸田建設株式会社、三菱電機株式会社 

 株式会社竹中工務店、株式会社サンケイビル、丸の内熱供給株式会社、有楽町マルイ 

 三井物産株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社、クラシエフーズ株式会社 
 

［衣装協賛］ 株式会社ビームス 
 

［協 力］ Earth Literacy Program、(marunouchi)HOUSE青空市場、株式会社ウェザーニューズ、株式会社ウェルシィ 
       有限会社ヴェント、株式会社キシムラインダストリー、株式会社 グラウンディングラボ、フリソデ美嬢プロジェクト  
       株式会社 サンプラックス、一般財団法人 省エネルギーセンター、大丸有エコ結び実行委員会 
       東京商事株式会社、東京都下水道局 中部下水道事務所、日本経済新聞社、西梅田打ち水プロジェクト実行委員会、  
       株式会社ぱど、熱中症予防声かけプロジェクト、株式会社フリソデお嬢、日比谷地区7施設、丸の内カフェＳＥＥＫ 
  丸の内行幸マルシェ実行委員会、丸の内地球環境新聞、丸の内商店会、三菱一号館美術館 
  三菱自動車工業株式会社、三菱地所ビルマネジメント株式会社、NPO法人リコリタ 
 

［後   援］ ニッポン放送／一般社団法人 日本経済団体連合会 

［企画制作］ 一般社団法人 情報連携推進機構 



■ 各会場詳細 
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行幸通り浴衣de打ち水 
7/27（金）17:30～18:00 
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実施内容 ： 行幸通り（新丸ビル、丸ビルの間）の歩道部分を利用して参加者一斉打ち水を実施しました。当日は実行 
        委員長の福澤 武、環境省 横光副大臣、千代田区 石川区長 、東京都第一建設事務所 相場所長、 
                 女優・モデルの河北麻友子様にご登壇いただき、過去最大の参加社／団体数でイベントを実施しました。 

会   場  ： 行幸通り（東京都道404号皇居前東京停車場線）  

参加人数  ： 約950名（昨年700名） ※通行者／見学者含む         
中水使用量 ： 800 ℓ ＜丸の内熱供給（株）より供給＞  
温度変化 ： 31.6℃ → 30.2℃（-1.4℃） ＜昨年：29.9.℃ →29.1℃＞ 
団体参加 ： 合計 64社/団体 （昨年：61社/団体） 

“カルガモ”打ち水 
8/1（水）12：30～ 

会      場  ： 三井物産本社前カルガモ池広場    

参加人数  ： 300名（昨年 400名）                    

中水使用量  ： 300 ℓ ＜丸の内熱供給（株）より供給＞ 

温度変化 ： 32.8℃ → 32.3℃（-0.5℃） ＜昨年：28.5℃ → 27.5℃＞ 

団体参加 ： 合計 9社/団体（昨年： 9社/団体） 

実施内容  ： 昨年に引き続き、日経新聞社 様の社員の方々、三井物産 様の社員の方々とを中心にご参加 

         いただき、沢山の皆様に参加いただき実施しました。 

         打ち水実施前には、例年同様に丸の内消防署の方による水消火器を使った消化実演のほか、 

         カルガモ保育園のお子様にもご参加いただき、和やかな中でイベントを実施しました。 

URIMAT.Japan、アズビル(株)、アルマーニ、(株)ウェザーニューズ、エコッツェリア協会、NECマグナスコミュニケーションズ(株)、 
(株)NTTデータ経営研究所、鹿島建設(株)、環境省、(株)グラウディングラボ、(株)サンケイビル、(株)サンケイビルマネジメント、 
(株)ジェイアール東日本企画、スターバックスコーヒージャパン(株)、ダイキン工業(株)、大成建設(株)、ＮＰＯ法人大丸有エリアマネジメント協会、 
中央不動産(株)、千代田区、ディーゼル、(株)電通国際情報サービス、東京海上日動火災保険(株)、東京海上日動ファシリティーズ(株)、 
(株)東京国際フォーラム、東京消防庁丸の内消防署、東京都 第一建設事務所、(株)東京ニュース通信社、有限責任監査法人トーマツ 
（財）都市防災研究所、戸田建設(株)、成田国際空港(株)、(株)ニコン、ニッポン放送、（社）日本アロマ環境協会、（財）日本相撲協会、 
(株)ぱど、ハドソン・ジャパン(株)、林事務所、(株)ビオピオ、東日本旅客鉄道(株)、(株)日立ソリューションズ、(株)プロントコーポレーション、 
法政大学、前田建設工業(株)、ママモエンタテイメント、丸の内警察、丸の内熱供給(株)、(株)丸の内ホテル、(株)丸星コピーセンター、 
三菱一号館美術館、三菱地所(株)、三菱地所ビルマネジメント(株)、三菱地所レジデンス(株)、三菱電機(株)、(株)三菱東京ＵＦＪ銀行、 
アコム(株)、三菱UFJ信託銀行(株)、明治安田生命保険相互会社、郵船不動産(株)、(株)ゆうちょ銀行、郵便局(株)、ユナイテッドアローズ、 
ヨシモトポール(株)、ＮＰＯ法人リコリタ 
 

※(株)ニコン：撮影ボランティアとして参加 / 青字は新規参加団体 

Photo @ 池田晶紀、後藤武浩（ゆかい） 

（社）大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、NPO法人大丸有エリアマネジメント協会 

（社） 大丸有環境共生型まちづくり推進協会、（株）物産不動産、日本経済新聞社、丸の内消防署 

丸の内熱供給(株)、三井物産(株)、三菱地所(株) 
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“大手町・縁日”打ち水 
8/9（木） １回目：12：30 ～ 13：00 

 ２回目：17：30 ～ 18：00 

＜昼の部＞ 

＜夜の部＞ 

P2 

実施内容   ：毎年、開催している大手町・縁日のステージをお借りして打ち水を実施しました。 
         昼のステージには当日に開催していたエコキッズプログラム（サンケイビルＰＧ）へ参加のお子様も参加し、 
         お子様向けエコユニット「にゃんたぶぅ」のステージの後に打ち水、夜の部では、会場で「縁日」を楽しむ 
         オフィスワーカーの方々とＭＣの掛け声による一斉打ち水を実施しました。 

有楽町打ち水 
8/6（月）17:30～18:00 

実施内容  ： 打ち水イベント前には上智大学の学生によるステージや、山野楽器 様や、歌手 臼澤みさき様のミニライブ、 
                    有楽町マルイ様のご協力による最新浴衣発表会2012を実施。また打ち水実施後にも山野楽器 様による 
                    「打ち水ミニライブ」も開催しました。ステージには主催者代表として、有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会  
                    大貫会長、千代田区より島崎 環境安全部長、丸の内警察署 若松署長、丸の内消防署 松村 署長、 
                   ＪR有楽町駅 奥駅長にもご参加いただきました。 

会   場   ： 東京サンケイビル1F メトロスクエア「フラット」 
参加人数  ： 昼／約400名（昨年 約 400名）、夜／約300名（昨年 約 300名）     
中水使用量  ： 昼用 200 ℓ / 夜用 200 ℓ  ＜丸の内熱供給（株）より供給＞ 
温度変化 ： 29.5℃ → 29..2℃（-0.3℃）、夜／28.7℃→28.3℃（-0.4℃）    
          ＜昨年：32.5℃ → 31.3℃（昼間）、27.5℃ → 27.0℃（夜間）＞ 
団体参加 ： 12社/団体（昨年 ： 7社/団体） 

会      場  ： 有楽町イトシア前広場    
参加人数  ： 約450名（参考：昨年同場所 約400名） 
          ※通行者/見学者含めると2,000名           
中水使用量 ： 300 ℓ ＜(株)東京国際フォーラムより供給＞ 
温度変化 ：温度変化 ： 29.6℃ → 28.3℃（-1.3℃） ＜昨年：33.7℃ → 31.4 ℃＞ 
団体参加 ： 合計 26社/団体（昨年：22社/団体） 

（社）大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、(株)京三製作所(株)、(株)サンケイビル、 
NPO法人 大丸有エリアマネジメント協会、（社）大丸有環境共生型まちづくり推進協会、(株)ニコン、 
日本政策投資銀行、パナソニック(株)、丸の内消防署、丸の内熱供給(株)、三菱地所(株) 
※(株)ニコン：撮影ボランティアとして参加 /青字は新規参加団体 

青山大学、（社）大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、銀座インズ、上智大学、 
（社）大丸有環境共生型まちづくり推進協会、NPO法人大丸有エリアマネジメント協会、千代田区、 
千代田区観光協会、東京高速道路(株)、東京交通会館、東和産業(株)、有限責任監査法人トーマツ、 
(株)ニコン、ニッポン放送、阪急Men’s Tokyo、東日本旅客鉄道(株)、丸の内警察、丸の内消防署、 
三菱地所(株)、山野楽器、有楽町駅周辺地区道路環境整備協議会、有楽町駅前開発、有楽町センタービル、 
有楽町町会、有楽町マルイ、ルミネ有楽町店    ※(株)ニコン：撮影ボランティアとして参加 /青字は新規参加団体 

 



集まれKIDS打ち水 
8/14（水）15：30～16：00 
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会   場   ： 東京国際フォーラム内地上広場 

参加人数  ： 500名（昨年500名） ※通行者・見学者含む）           

中水使用量  ： 300 ℓ ＜（株）東京国際フォーラムより供給＞ 

温度変化 ： 31.0 ℃ → 30.4℃（-0.6℃） ＜昨年：32.8℃ → 30.8℃＞ 

団体参加 ： 合計 11社/団体 （昨年 ： 11社/団体 ） 

P3 

打ち水会場にて浴衣着付け会場を用意 

7/27（金）行幸通り浴衣de打ち水、“大手町・縁日”打ち水の会場には参加者の方々が浴衣になって涼しく参加できるよう
に着付け会場を準備しました 
 
7/27（金）着付け会場 ： 三菱ビル1Ｆ 「エムプラス／サクセス」 
 
8/9（木）着付け会場 ： 大手町サンケイビル 2Ｆ サンケイプラザ 

（社）大手町・丸の内・有楽町地区まちづくり協議会、(株)スーパープランニング、 

NPO法人 大丸有エリアマネジメント協会、（社）大丸有環境共生型まちづくり推進協会、(株)東京国際フォーラム、

(株)ニコン、日清医療食品(株)、ニッポン放送、丸の内消防署、(株)丸星コピーセンター、三菱地所(株) 

 

※(株)ニコン：撮影ボランティアとして参加／日清医療食品(株)：ボランティアとして参加 

５会場合計の参加者数 ：約2,900名  

全参加団体・社・店舗数：217団体/社/店舗 
  5会場打ち水参加団体/社数   122団体/社 

   打ち水Weeks参加店舗/施設    95店舗/施設 

中水使用量  ：2,100ℓ 

※＜昨年＞ 参加者数 ：約2,600名 

 参加団体数：195社/団体 

  

※ 団体数は全会場の延べ団体数で算出 
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日   程 ： 2012年7月27日(金)〜8月31日(金) 
実施内容 ： 仲通り、有楽町の路面店/施設の方々中心に桶・柄杓を配布し期間中、 
        自主的に打ち水を実施 
参加数   ： 95店舗/施設 (昨年：83店舗/施設） 
Ａ１６、ＡＬＡＩＮ ＦＩＧＡＲＥＴ 丸の内本店、Bianchi Marunouchi、BISTRO DOUBLE、ＣＯＡＣＨ 丸の内、ＣＯＶＡ ＴＯＫＹＯ、DEAN & DELUCA、ＤＩＥＳＥＬ 丸の内 
Ｅｄｉｔｉｏｎ 丸の内、HANAHIRO ＣＱ、ＪＶＣケンウッド丸の内ショールーム、ＫＡＧＡＥ ＫＡＭＰＯ ＢＯＵＴＩＱＵＥ、ＭＡＩＳＯＮ ＢＡＲＳＡＣ、Maison Kayser Café 
P.C.M.Pub Cardinal Marunouchi、Palazzo Isseikan、ＰＡＳＳ ＴＨＥ ＢＡＴＯＮ、PICCHIOTTI、プレインピープル 丸の内、ＲＩＭＯＷＡ 丸の内店、Saturday in the park 
Ｓｈｉｎｚｏｎｅ Ｍａｒｕｎｏｕｃｈｉ、ＴＳＵＭＯＲＩ CHISATO、USMモジュラーファニチャー、ＶＩＲＯＮ、ＹＬＡＮＧ ＹＬＡＮＧ、アルマーニコレツィオーニ、一保堂茶舗 東京丸の内店 
イル ギオットーネ、ヴァルカナイズ 丸の内店、エシレ・メゾン デュ ブール、エポカ ザ ショップ 丸の内、エルメス 丸の内店、エルメネジルドゼニア 丸の内店 
エンポリオ・アルマーニ 丸の内店、オールド イングランド 丸の内店、オペーク 丸の内、オリエンタルダイヤモンド 丸の内店、カカオ サンパカ、かぐれ、カバン ド ズッカ 
カフェ ガーブ、カランダッシュ、韓国外換銀行 東京支店、キャス・キッドソン 丸の内店、ケイト・スペード ニューヨーク 丸の内店、ゲラルディーニ 丸の内店 
コム デ ギャルソン、ザ ソブリンハウス、ザ・ペニンシュラ東京、サルトテクニコ バセット ウォーカー、ＪＴＢ 丸の内支店、ジョージ ジェンセン 丸の内 
ジョー マローン 丸の内、ショコラティエ パレ ド オール、ストラスブルゴ丸の内店 メンズストア／シューストア、ソルフェリーノ、ドゥーズィエム クラス、トゥミ 丸の内店 
トゥモローランド 丸の内店、ドコモショップ 丸の内店、ドコモスマートフォンラウンジ、トッズ 丸の内 ブティック、ノコ・オーノ  丸の内仲通り店、バーバリー丸の内店 
ハーマンミラー、バカラショップ丸の内＆Ｂ bar Marunouchi、ハケット ロンドン 丸の内店、パティスリー・サダハル・アオキ・パリ、パリアッチョ 
ビームス＆ウィンズ 有楽町、ビームス ハウス、ビームス プラス 丸の内、ヒットマン 丸の内、フェイシャル インデックス ニューヨーク東京店、フォリフォリ丸の内店 
ブルックス ブラザーズ 丸の内店、ベッジュマン＆バートン、ポール・スミス 丸の内店、マルゴ丸の内、マルティニーク丸ノ内、三菱一号館美術館 
三菱地所ビルマネジメント 有楽町営業管理部、ゆうちょ銀行、郵便局株式会社、有楽町マルイ、ユナイテッドアローズ 丸の内店、ヨーガンレール 
ラ フォンタナ マジョーレ、ラ ブティック ドゥ ジョエル・ロブション 丸の内店、ランド オブ トゥモロー 丸の内店、ル ドーム エディフィス エ イエナ 丸の内 
人人人 REN REN REN、ロイヤル コペンハーゲン 本店、ロクシタン、ワインショップ・エノテカ 丸の内店／ザ・ラウンジ 

「今までビル内にある店舗の
勤務だったので 
 路面店ならではの打ち水に 
楽しんで参加しています」 

「夕方はもちろん朝にも 
打ち水をしています。 
 ひしゃくがかわいいので、 
植え込みへの水やりにも 
使わせてもらっています」 

「お店では冷製パスタなど 
夏ならではのメニューを 
展開しています。 
 クールにお客様をお出迎 
えします」 

    パリアッチョ 

「打ち水が好きで自分でも 

よくやるんです。 
 お店では朝と夕方、しっかり 
水をまいて涼しい路面を 
つくっています」 

「今回はじめて打ち水をしました。 
 意外と涼しくなるもんなん 
ですね。 
 通りを歩く人も目を向けて 
くれる気がします」 

ALAIN FIGARET  
丸の内本店 

「ふたりとも丸の内で初めて 
の打ち水です。 
 涼しげですし、しっとりと 
した路面は潤いを感じますね」 

「夕方まで暑いので打ち水は
効果的ですね。 

 ショーウィンドウも涼やかに
見えるようにグラスなど氷を 
使う商品を並べています」 

「打ち水は初めてですが、 
毎日継続して行いたい 
ですね。 
 爽やかで心地良い空間を 
ととのえてお客様をお待 
ちしています」 

「暑い中ご来店くださる 
お客様には冷たいドリンク 
やうちわのほか 日焼け 
どめもお配りしてるん 
ですよ」 

「17時に仲通りに流れる風鈴 
の音に合わせて 水をまいて 
います。 
最初は水をまきすぎたりしま 
したが、だんだん上手くなり 
ました」 

「見た目も涼しげになるよう 
に意識しています。  
 環境にいいことを毎日 
やっていると思うと自分自身 
もうれしくなりますね」 

「故郷の中国では打ち水の 
習慣が ないので、今年はじめ
て打ち水に参加して日本の 

文化にも触れることができま
した」 

「夏を快適に過ごすために 
 お店の制服も改善された 
んですよ。  
 より気持ちよく、働き 
やすくなりました」 

「クールビズが定着してチーフ 
を購入される お客様が増えて 
います。 
 清涼感を出す明るい色のもの 
をおすすめしています」 

ランド オブ トゥモロー トゥモローランド 
丸の内店 

        かぐれ ハーマンミラー SHINZONE  
MARUNOUCHI 

一保堂茶舗 
東京丸の内店 

JVCケンウッド 
丸の内ショールーム 

ビームス＆ウィンズ  
有楽町 

※記載店舗は一部抜粋です。 

  取材店舗の全コメント・写真はWEB（http://uchimizu.info/）にて掲載しております 

ビームス プラス 丸の内 P.C.M. PUB  
CARDINAL  
MARUNOUCHI 

イル ギオットーネ フェイシャル インデックス  
ニューヨーク 東京店 

「商売人にとって打ち水は 
縁起がいいもの。 
 水でお店を清める意味でも 
毎日朝と夕方、打ち水をして 
います」 

TSUMORI CHISATO 

「クールビズ商品として 
 人気なのはノーネクタイ 
 用のシャツ。 
 高めの襟でボタンを外した 
 時もかっこよくみえるつくり 
 です」 

ル ドーム エディフィス  
エ イエナ 丸の内 

ロイヤル 
コペンハーゲン 本店 

ドコモショップ  
丸の内店 

オリエンタルダイヤモンド  

丸の内店 
ヴァルカナイズ  
丸の内店 

ワインショップ・エノテカ  
丸の内店   /    ザ・ラウンジ 

COACH 丸の内    ソルフェリーノ ドコモスマート 
フォンラウンジ 

「昨年も参加しましたが、仲通
りの他のお店も一緒に打ち水
をやっているので、まちの一体
感を感じることができます」 

「水は日がさしているところ 
にまきたくなりますね。 
まくときのピシッという音も 
 涼しげで好きです」 

「近くのお店が水をまいた 
跡を見ると 一緒にやって 
いるんだとうれしくなります。  
 涼しい雰囲気はまちを 
歩きやすくしますね」 

「夕方に水をまいていると 
 道を歩いている人の反応 
がすごくよくて やりがいが 
あります」 

「打ち水が好きで自分でも 
よくやるんです。 
 お店では朝と夕方、しっかり 
水をまいて涼しい路面を 
つくっています」 

「暑い季節は、水出しのお茶
をウェルカムドリンクとしてお
出ししています。 
 ホッと一息ついていただけ
ればうれしいです」 

「昨年10月にリニューアル 
し、新店では初めての 
打ち水です。 
 仲通りの緑の中で打ち水 
をすると清涼感が増しま 
すね」 

「“水遊び”は楽しいですね。 
 お店で扱っているウェアでは、 
夏場はやはり 吸湿速乾の 
繊維を使ったものが人気です」 

打ち水Weeks   



8/2（金） 西梅田打ち水プロジェクト2012 と連携 

主    催  ： 西梅田打ち水プロジェクト実行委員会 

開催日時  ： 2012年8月2日（金） 18：00-18：20 

会      場  ：ブリーゼタワー北側、ハービスOSAKA南側周辺   

■ いろいろなエリアで行われている打ち水等と連携した展開を実施  

8/4（土） うち水っ娘大集合！と連携 

主      催  ： NPO法人リコリタ 

開催日時 ： 2012年8月4日（土） 11：00～ 

場   所 ： ＪＲ秋葉原駅西側交通広場 

実施内容  ：今年で4年目の開催になる大阪西梅田で実施した打ち水とコラボレーションし、共通ロゴ 
        の使用などを実施し、イベント連携を実施しました。 
        当日は同会場で公演を行った米朝一門の方々によるパフォーマンスや和太鼓演奏などのステージ 
        イベントも実施され、沢山の方々に「打ち水」を体験してもらいました。 

実施内容 ： 昨年同様に秋葉原で実施した打ち水イベントとコラボレーションを実施し、お互いの参加者への開催告知  
         などでイベント連携を実施しました。当日は秋葉原エリアのメイド喫茶で働く店員の方々50名が会場を 
        盛り上げて実施されました。 

そのほか、近隣で開催されている打ち水イベントの情報を告知リーフレット、Webに掲載 

するなどで連携を実施しました。 
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主    催  ：シアタークリエ、帝国ホテル東京、東京宝塚劇場、日生劇場、日比谷公会堂、日比谷シャンテ、 

        日比谷図書文化館、三井不動産株式会社、レム日比谷 

7/20（金）～8/31（金）日比谷 打ち水月間 

 

主    催  ： 東京都下水道局中部下水道事務所 

場   所 ： 千代田区大手町2-6 日本ビル・JXビル間中央道 

7/30（月）日本ビル打ち水大作戦 



ケータイの天気予報などでおなじみの株式会社ウェザーニューズのご協力により、全国160万人の会員に打ち水実
施の呼び掛けをしていただき、打ち水実施後の「体感的な『感測』」をレポートしていただきました。 

P6 

今年で7回目の開催 !! 



サービス内容 
① 仲通り付近の路面店飲食店舗にて各店舗毎のサービスをご提供 
  参加店舗  ： ・P.C.M. Pub Cardinal Marunouchi   

   東京ビル TOKIA 1F   フローズンマルガリータ ¥200 of f 
                      ・BISTRO DOUBLE             
   iiyo!!（イーヨ!!）1F     ハイボール or サングリア 1drink無料 
                      ・パリアッチョ     
   丸の内仲通りビル1F  スプマンテ 1drink無料 
                      ・カフェ ガーブ        
   丸の内仲通りビル1F     ディナーオーダーの方に、スパークリングワイン 1drink無料 
                      ・（marunouchi）HOUSE全店（9店舗）   
   新丸ビル 7F       1drink無料 ＜ドリンク内容は各店にて 
 

サービス内容 
②  同日開催の 『丸の内 行幸マルシェ×青空市場／行幸地下通路』にて新鮮野菜を先着50名様に 
  プレゼント 
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■ 打ち水プロジェクト参加の方々に呼びかけて、浴衣を集めて、東日本大震災 被災地 
  に送りました。 

東日本大震災の影響で避難されている方々に、秋に開催されるお祭りに浴衣でご参加いただき、秋祭りを
楽しんでいただけるよう、浴衣の「無料配布会」でお配りできる浴衣の無償提供を打ち水プロジェクト参加者

の皆様へ呼びかけました。 

【浴衣について】  新品、未使用の浴衣。 
      中古の浴衣の場合は、必ずクリーニング済みのもの。 
      男性用、お子様用の浴衣。 
      （新品もしくはクリーニング済みのもの） 
      着付け道具類（肌着、帯、腰ひも）や、下駄。 
      ※肌着は新品。他はできるだけ使用感の無い、 
                               状態の良いものをお願い 
 
【期     間】 8月1日～8月31日（ 土日を除く） 
 
【 収 集 場 所】 エコッツェリア 

■ 7/27（金）限定で「行幸通り浴衣de打ち水」へ参加された方々へエリア内で使える 
  限定サービスチケットを配布しました。 

■ 上記以外に7/27（金） 「行幸通り浴衣de打ち水」へ参加された 
  外国人の方にはイベントロゴ入り扇子をプレゼントしました。 
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■ 各種制作物 

【告知ポスター：Ａ１、４色1頁、100部】 【告知リーフレット：Ａ2-両面8ッ折、４色12頁、40000部】 

【手ぬぐい： 35cm×90cm 、染色、1000枚】 

【団扇： 両面4色、5000本】 

【スタッフＴシャツ： 100枚】 

【バックボード： 横2400×縦2100 、4色、1セット】 

【告知ＷＥＢ】 

※打ち水＆エコキッズ両用デザイン ※打ち水＆エコキッズ両用デザイン 

※打ち水＆エコキッズ両用デザイン 

※株式会社ビームス 衣装協賛 

ＢＡＣＫ 

FRONT 
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全広告料金換算：¥67,271,928 

■TV 

■新聞 

■雑誌 

■ 報道実績 

No 番組名 会社 放送日 時間 

1 首都圏ニュース８４５ 日本放送協会 7月27日 192秒 

No 4C 媒体名 媒体社名 掲載日 

1 ● 産經新聞 産經新聞社 7月28日 

2   スポーツ報知（札幌） 報知新聞社 7月28日 

3   スポーツ報知（東京） 報知新聞社 7月28日 

4   スポーツ報知（名古屋） 報知新聞社 7月28日 

5   スポーツ報知（福岡） 報知新聞社 7月28日 

6   スポーツニッポン（札幌） スポーツニッポン新聞社 7月28日 

7   スポーツニッポン（東京） スポーツニッポン新聞社 7月28日 

8   スポーツニッポン（福岡） スポーツニッポン新聞社 7月28日 

9   デイリースポーツ（東京） スポーツニッポン新聞社 7月28日 

10   デイリースポーツ（大阪） スポーツニッポン新聞社 7月28日 

11 ● 東京中日スポーツ 中日新聞社 7月28日 

12 ● 西日本スポーツ 西日本新聞社 7月28日 

13   日刊スポーツ（札幌） 日刊スポーツ新聞社 7月28日 

14   日刊スポーツ（東京） 日刊スポーツ新聞社 7月28日 

15   日刊建設工業新聞 日刊建設工業新聞社 7月31日 

16 ● スポーツ報知（札幌） 報知新聞社 8月7日 

17 ● スポーツ報知（東京） 報知新聞社 8月7日 

18 ● スポーツ報知（名古屋） 報知新聞社 8月7日 

19 ● スポーツ報知（大阪） 報知新聞社 8月7日 

20 ● スポーツ報知（福岡） 報知新聞社 8月7日 

21 ● スポーツニッポン（札幌） スポーツニッポン新聞社 8月7日 

22 ● スポーツニッポン（東京） スポーツニッポン新聞社 8月7日 

23 ● スポーツニッポン（大阪） スポーツニッポン新聞社 8月7日 

24   新報スポニチ（那覇） 琉球新報社 8月7日 

25 ● 東京中日スポーツ 中日新聞社 8月7日 

26 ● 西日本スポーツ 西日本新聞社 8月7日 

27   日刊スポーツ（札幌） 日刊スポーツ新聞社 8月7日 

28 ● 日刊スポーツ（東京） 日刊スポーツ新聞社 8月7日 

29 ● 日刊スポーツ（名古屋） 日刊スポーツ新聞社 8月7日 

30 ● 日刊スポーツ（大阪） 日刊スポーツ新聞社 8月7日 

31 ● 日刊スポーツ（福岡） 日刊スポーツ新聞社 8月7日 

32 ● 電気新聞 日本電気協会 新聞部 8月15日 

No 4C 媒体名 媒体社名 掲載日 

1 ● R25 リクルート 8月2日 

2 ● B.L.T.（関東版） 東京ニュース通信社 8月24日 

3 ● B.L.T.（関西版） 東京ニュース通信社 8月24日 

産經新聞 スポーツ報知（東京） B.L.T.（関東版） 

■WEB 109サイトに掲出 
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